
当社における医療用抗原検査キット販売について
※2022年8月1日現在

都道府県 薬局名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間・販売対応時間

青森県 共創未来 さわべ薬局 038-0031 青森県青森市三内字沢部201-14 017-761-1201
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

青森県 共創未来 南郷薬局 031-0202 青森県八戸市南郷大字島守字梨子ノ久保25-10 0178-60-8150
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
※日、祝 休み

青森県 共創未来 五所川原2号薬局 037-0016 青森県五所川原市一ツ谷507-6 0173-38-1741
8:30-18:00（月、火、水、金）
8:30-12:30（木、土）
※日、祝 休み

青森県 共創未来 しんまち薬局 035-0051 青森県むつ市新町10-12 0175-28-2278
8:00-17:30（月、火、水、金）
8:00-12:00（木、土）
※日、祝 休み

青森県 共創未来 かつら薬局 030-0915 青森県青森市小柳6-19-16 017-743-8600
8:30-17:30（月、火、水、金、土）
※木、日、祝 休み

青森県 共創未来 まつばら薬局 030-0813 青森県青森市松原3-12-8 017-735-0086
9:30-18:30（月、火、木、金）
9:30-16:30（土）
※水、日、祝 休み

青森県 共創未来 さんない薬局 038-0014 青森県青森市西滝3-29-7 017-782-0860
9:00-18:15（月、火、木、金）
9:00-13:00（土）　※水、日、祝 休み

青森県 共創未来 羽白薬局 038-0058 青森県青森市大字羽白字沢田51-1 017-787-0860
9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-16:15（土）
※木、日、祝 休み

青森県 共創未来 まつもり薬局 030-0965 青森県青森市松森二丁目11番19号 017-752-1691
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-12:30（水、土）
※日、祝 休み

岩手県 共創未来 一関薬局 021-0882 岩手県一関市上大槻街4-46 0191-31-8488
9:00-18:00 （月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

岩手県 そよ風薬局 盛岡店 020-0108 岩手県盛岡市東黒石野3-1-12 019-664-0512
9:00-13:00、14:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

岩手県 共創未来 松園薬局 020-0103 岩手県盛岡市西松園3-20-12 019-664-0397
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

岩手県 共創未来 東山薬局 029-0303 岩手県一関市東山町松川字卯入道138-3 0191-35-2310
9:00-13:00、14:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

岩手県 共創未来 せんまや新町薬局 029-0803 岩手県一関市千厩町千厩字町浦192 0191-51-1050
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

岩手県 共創未来 たのはた薬局 028-8407 岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑120-3 0194-37-1771
8:30-12:30、13:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

岩手県 共創未来 かがの薬局 020-0807 岩手県盛岡市加賀野3-12-21 019-604-2125
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
 ※土、日、祝 休み

岩手県 共創未来 江刺西大通り薬局 023-1103 岩手県奥州市江刺西大通り11-15 0197-36-8150
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

宮城県 共創未来 仙台東口薬局 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡2-3-28 コーポ斎藤101 022-292-7206
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日 休み
※祝日は曜日通りの時間で営業

宮城県 共創未来 木町薬局 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-7-17-1F 022-722-0788
9:00-18:00（月、火、水、木、金、祝日）
11:00-16:00（土）
※日 休み（祝日は営業しております）
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当社における医療用抗原検査キット販売について
※2022年8月1日現在

都道府県 薬局名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間・販売対応時間

宮城県 共創未来 みずほ台薬局 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈治郎兵衛下34-3 022-772-3210
8:30-19:00（月、火、水、木、金）
8:30-18:00（土）
8:30-13:00（日、祝）　※元日 休み

宮城県 共創未来 玉浦薬局 989-2429 宮城県岩沼市恵み野二丁目5-1 0223-25-5828
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-17:00（水）　9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

宮城県 共創未来 五十人町薬局 984-0812 宮城県仙台市若林区五十人町100 志子田ハイツ102 022-294-0515
9:00-17:30（月、火、水、金）
9:00-12:30（木、土）
※日、祝 休み

宮城県 共創未来 ふれあい薬局 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-5-17 022-265-2122
9:00-18:30（月、水、木、金）、9:00-17:30（火）
9:00-12:00（土）、9:30-18:30（日）　※祝 休み

宮城県 共創未来 寺岡薬局 981-3204 宮城県仙台市泉区寺岡5-8-5 022-777-5681
9:00-12:30　14:00-18:30（月、火、木、金）
9:00-12:40（水、土）
※日、祝 休み

宮城県 共創未来 東しんじょう薬局 988-0066 宮城県気仙沼市東新城2-7-6 0226-25-8941

8:30-18:00（月、火、木、金、土）
8:30-13:00（水）
8:30-18:00（第1、3、5土曜日）　※土（第2,4）、
日、祝 休み

宮城県 共創未来 気仙沼中央薬局 988-0045 宮城県気仙沼市田谷11番地12 0226-28-9061
8:30-12:00、14:00-17:30（月、火、木、金）
8:30-12:00（水、土 ）　※日、祝 休み

秋田県 共創未来 能代薬局 016-0014 秋田県能代市落合字上悪土161 0185-52-8711

9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

秋田県 共創未来 鹿角薬局 018-5201 秋田県鹿角市花輪字下中島81-6 0186-30-1850
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-11:00（土）　※日、祝 休み

秋田県 共創未来 八郎潟薬局 018-1605 秋田県南秋田郡八郎潟町川崎字貝保99-2 018-855-4199
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

秋田県 共創未来 男鹿薬局 010-0341 秋田県男鹿市船越内子1-250 0185-35-4455
8:30-13:30、14:30-17:30（月、火、木、金）
8:30-12:30（水、土）
※日、祝 休み

秋田県 共創未来 おおくぼ薬局 018-1401 秋田県潟上市昭和大久保字虻川境1-9 018-877-5670
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-17:00（土）
※日、祝 休み

秋田県 共創未来 土崎みなと薬局 011-0946 秋田県秋田市土崎港中央五丁目6番26号 018-857-3214
8:30-18:00（月、火、木、金）
8:30-17:30（水）、8:30-13:30（土）
※日、祝 休み

山形県 共創未来 いずみ町薬局 997-0033 山形県鶴岡市泉町8-70 0235-29-7263
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
※日、祝 休み

山形県 共創未来 アカデミア薬局 990-2331 山形県山形市飯田西1-2-26 023-615-7441
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

山形県 共創未来 ライラック薬局 998-0032 山形県酒田市相生町1-6-26 0234-21-0570

8:30-12:30、14:30-18:00（月、火、水、金）
8:30-12:10（木、土）
※日、祝 休み

山形県 共創未来 ほんまる薬局 999-3783 山形県東根市本丸南1-6-21 0237-36-0955
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:30（土）
※木、日、祝 休み

山形県 共創未来 あきほ薬局 998-0824 山形県酒田市大宮町1-4-14 0234-21-6806
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-11:00（土）
※日、祝 休み

山形県 共創未来 東根薬局 999-3702 山形県東根市温泉町3-3-12 0237-41-0075
8:45-17:45（月、火、水、木、金）
9:00-11:00（土）
※日、祝 休み

2 / 19 ページ



当社における医療用抗原検査キット販売について
※2022年8月1日現在

都道府県 薬局名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間・販売対応時間

山形県 天童駅西調剤 快晴薬局 994-0047 山形県天童市駅西2-8-30 023-651-2885

9:00-13:00、14:30-18:00（月、火、木、金）
 9:00-12:40（水、土）
 ※日、祝 休み

山形県 共創未来 寒河江薬局 991-0011 山形県寒河江市日田五反202-2 0237-85-2233

9:00-13:00、14:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:45（木、土）
※日、祝 休み

山形県 共創未来 さんのう町薬局 997-0028 山形県鶴岡市山王町4-2 0235-64-8891
9:00-18:10（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

山形県 共創未来 千石町薬局 998-0843 山形県酒田市千石町二丁目11番26 0234-31-8351
8:30-12:30、14:30-18:00（月、火、木、金）
8:30-12:30（水、土）
※日、祝日 休み

山形県 共創未来 ちわら薬局 997-0038 山形県鶴岡北茅原町2番10号 0235-22-5693

9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（第1･3　土）、9:00-11:00（第2･4･5
土）
※日、祝 休み

福島県 共創未来 相馬薬局 976-0011 福島県相馬市新沼字坪ヶ迫98 0244-37-4010
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日・祝 休み

福島県 共創未来 船引薬局 963-4312 福島県田村市船引町船引南町通117-2 0247-81-1522
9:00-17:30（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日・祝 休み

福島県 共創未来 富田薬局 963-8046 福島県郡山市町東1-198 024-962-7961
8:30-18:00（月、火、水、金）
8:30-12:30（木、土）
※日、祝 休み

福島県 共創未来 相馬塚田薬局 976-0042 福島県相馬市中村字塚田52-1 プレシャス桜ヶ丘 1階 0244-32-0189
8:30-18:00（月、火、木、金）
8:30-12:30（水、土）
※日、祝 休み

福島県 共創未来 南相馬ひまわり薬局 975-0008 福島県南相馬市原町区本町2-123 0244-24-0088
8:30-17:30（月、火、水、金）
8:30-16:30（木）、8:30-13:00（土）
※日、祝 休み

茨城県 共創未来 常北薬局 311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚1376-5 029-288-6105
9:00-13:30、14:30-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

茨城県 共創未来 古河東本町薬局 306-0013 茨城県古河市東本町4-1-11 0280-31-6710
9:00-18:30（月、火、木、金）、9:00-17:00（水）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

茨城県 共創未来 総和薬局 306-0202 茨城県古河市稲宮字前久保1011-3 0280-98-1717
9:00-17:00（月、水、木、金）
9:00-17:30（火）
※土、日、祝 休み

茨城県 みどり薬局 312-0055 茨城県ひたちなか市大成町31-30 029-270-0430
8:30-18:30（月、火、水、金）
9:00-18:30（木）
8:30-17:00（土）　※日、祝 休み

茨城県 共創未来 小川薬局 311-3422 茨城県小美玉市中延659-2 0299-37-0282
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

茨城県 共創未来 水戸薬局 311-4146 茨城県水戸市中丸町610-7 029-257-7762
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

茨城県 共創未来 藤代薬局 300-1537 茨城県取手市毛有371-3 0297-70-8050
9:00-19:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（土）
※水、日、祝 休み

茨城県 共創未来 つくば薬局 305-0814 茨城県つくば市西平塚317-1 029-860-3700
8:30-19:00（月、火、水、木、金）
8:30-17:00（土）
※日、祝 休み

茨城県 共創未来 古河東薬局 306-0232 茨城県古河市東牛谷627-3 0280-97-2003
9:00-18：00（月、火、水、木、金）
9:00-14:00（土）
※日、祝 休み
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当社における医療用抗原検査キット販売について
※2022年8月1日現在

都道府県 薬局名 郵便番号 所在地 電話番号 営業時間・販売対応時間

茨城県 共創未来 しんはら薬局 310-0045 茨城県水戸市新原2-1-21 029-257-7331
8:30-18:00（月、火、木、金）
8:30-13:00（土）
※水、日、祝 休み

茨城県 共創未来 岩井薬局 306-0632 茨城県坂東市辺田307-7 0297-47-5371
9:00-13:30、14:30-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:30（木、土）
※日、祝 休み

茨城県 共創未来 古河南薬局 306-0236 茨城県古河市大堤字鹿養381 0280-23-4870
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-18:00（土）　※第1・3・5土曜営業
※日、祝、第2,4土曜 休み

茨城県 共創未来 ゆめみ野薬局 302-0039 茨城県取手市ゆめみ野1-5-4 0297-84-6187
9:00-14:00、15:00-18:00（月、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※火、日、祝 休み

茨城県 共創未来 下妻薬局 304-0056 茨城県下妻市長塚50-1 0296-44-7900
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

茨城県 共創未来 城里薬局 311-4323 茨城県東茨城郡城里町上圷888-1 029-289-4343
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

茨城県 共創未来 ひたち多賀薬局 316-0013 茨城県日立市千石町1-5-3 0294-32-5400
9:00-19:00（月、火、水、金、土）
※木、日、祝 休み

栃木県 共創未来 やまべ薬局 326-0831 栃木県足利市堀込町2856-1 0284-70-1293
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
 9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

栃木県 共創未来 みやまえ薬局 326-0337 栃木県足利市島田町822-7 0284-70-4193
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-15:30（土）
※日、祝 休み

栃木県 共創未来 岩舟薬局 329-4303 栃木県栃木市岩舟町和泉1457-6 0282-54-3270

9:00-18:00（月、水、金）　9:00-17:00（火、木）
9:00-13:00（土）　※祝日も曜日通りの時間で
営業
※日 休み

栃木県 共創未来 小山薬局 323-0031 栃木県小山市八幡町2-7-15 0285-22-1171
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

栃木県 共創未来 宇都宮薬局 320-0834 栃木県宇都宮市陽南3-12-38 028-684-2838
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

栃木県 共創未来 黒磯薬局 325-0047 栃木県那須塩原市若葉町66-120 0287-62-6698
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日休み ／祝日の営業についてはお問合せ
ください

栃木県 共創未来 那須塩原薬局 329-3157 栃木県那須塩原市大原間西1-6-6 0287-65-2323
8:15-18:00（月、火、水、金、土）
9:00-18:00（木）
※日、祝休み

群馬県 共創未来 サンロード薬局 376-0045 群馬県桐生市末広町3-12 0277-43-2004
9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-15:00（土）　※木、日、祝 休み

群馬県 共創未来 桐生みどり薬局 376-0031 群馬県桐生市本町4丁目79-1 0277-22-8475
9:00-18:30（月、火、木、金）
9:00-18:00（水）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 カトレア薬局 376-0031 群馬県桐生市本町4-323 0277-47-2281
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

群馬県 あさひ薬局 376-0007 群馬県桐生市浜松町2丁目12-30 0277-30-2132
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（土）
※水、日、祝 休み

群馬県 共創未来 コロンバス薬局 376-0007 群馬県桐生市浜松町1-3-28 0277-20-8710
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み
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群馬県 共創未来 梅田町薬局 376-0601 群馬県桐生市梅田町1-38-3 0277-32-1815

9:00-18:00（月、火、水）
9:00-12:30（木）
9:00-18:30（金）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 桐生東薬局 376-0034 群馬県桐生市東5丁目2-19 0277-45-1300
9:00-18:00（月、水、金）
9:00-17:00（火、木）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 コジマ薬局 376-0052 群馬県桐生市天神町3-5-19 0277-40-1477
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:30（土）
※日、祝 休み

群馬県 ひまわり薬局（桐生） 376-0052 群馬県桐生市天神町1-1-21 0277-30-2033
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（第1,3,4,5 土）
※土（第2）、日、祝 休み

群馬県 共創未来 両毛アイオイ薬局 376-0011 群馬県桐生市相生町5-40-6 0277-54-2526
9:00-18:00（月、火、水、木）
9:00-13:00（金、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 上毛薬局 376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目844-1 0277-52-0755

9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 あたご薬局 376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目461-2 0277-55-1250
9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-18:00（木、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 フジヤマ薬局 376-0011 群馬県桐生市相生町2-274-9 0277-54-1115
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-16:00（土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 すみれ薬局 376-0011 群馬県桐生市相生町2丁目1062 0277-52-2970
9:00-18:00（月、火、水、金、土）
※木、日、祝 休み

群馬県 共創未来 桐生桜木薬局 376-0011 群馬県桐生市相生町1-209-1 0277-55-5222
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 桐生協同薬局 376-0024 群馬県桐生市織姫町5-50 0277-47-5051
9:00-22:30(月、火、水、木、金）
9:00-13:00、19:30-22:30（土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 サンセール薬局 376-0014 群馬県桐生市広沢町間ノ島284-7 0277-54-9911
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 日の出薬局 376-0013 群馬県桐生市広沢町6丁目302-23 0277-52-4780
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 錦町薬局 376-0023 群馬県桐生市錦町1-4-41 0277-22-3101
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 あおい薬局 376-0002 群馬県桐生市境野町6-588-1 0277-20-8025
9:00-18:15（月、木、金）　9:00-17:00（火）
9:00-13:00（土）　※水、日、祝 休み

群馬県 共創未来 境野薬局 376-0002 群馬県桐生市境野町6丁目1437-7 0277-47-2202
9:00-18:00（月、火、木、金）
 9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 本二薬局 376-0031 群馬県桐生市本町2丁目3番32号 0277-20-8600
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 由良薬局 373-0036 群馬県太田市由良町887-1 0276-33-8511
9:00-18:30（月、火、水、金）
 9:00-13:00（土）
※木、日、祝 休み

群馬県 共創未来 東金井薬局 373-0022 群馬県太田市東金井町311-3 0276-20-2536
9:00-18:30（月、火、木、金）
 9:00-12:30（水、土）
 ※日、祝 休み
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群馬県 共創未来 大原町薬局 379-2304 群馬県太田市大原町82-276 0277-20-4161
9:00-18:00（月、火、木、金）
 9:00-13:30（水）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 太田薬局 373-0827 群馬県太田市高林南町616-4 0276-30-5357
9:00-18:30（月、火、水、木、金）※土、日、祝
休み

群馬県 共創未来 佐波東薬局 379-2231 群馬県伊勢崎市東町2720-17 0270-20-2358
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（水）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 伊勢崎中央薬局 372-0048 群馬県伊勢崎市大手町2-14 0270-40-7878
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-13:00（木、土）
 ※日、祝 休み

群馬県 共創未来 大手町薬局 372-0048 群馬県伊勢崎市大手町20-11 0270-26-3610
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 かけづか薬局 372-0006 群馬県伊勢崎市太田町421 0270-30-3080
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 くにさだ薬局 379-2221 群馬県伊勢崎市国定町1-1178-3 0270-40-0288
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-17:00（水）、9:00-13:00（土）※日、祝 休
み

群馬県 共創未来 フラワー薬局 371-0221 群馬県前橋市樋越町663-1 027-280-2515
9:00-18:00（月、火、木、金）
  9:00-13:00（水）
9:00-17:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 すずらん薬局 371-0014 群馬県前橋市朝日町4-18-10 027-220-5198
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-12:30（土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 千代田町薬局 371-0022 群馬県前橋市千代田町2-10-2 027-210-2290
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 前橋東薬局 371-0007 群馬県前橋市上泉町2864-3 027-264-3255
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

群馬県 共創未来 東富岡薬局 370-2316 群馬県富岡市富岡3074-2 0274-60-1335
9:00-18:00（月、火、水、金）
8:00-12:00（土）　※木、日、祝 休み

群馬県 共創未来 たかせ薬局 370-2333 群馬県富岡市中高瀬139番地2 0274-89-1141
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 沙羅薬局 370-0839 群馬県高崎市檜物町129番地 027-310-8411
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 たかぜき薬局 370-0043 群馬県高崎市高関町392-1 027-324-5745
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-13:00（土）
 ※木、日、祝 休み

群馬県 共創未来 いわはな薬局 370-1208 群馬県高崎市岩鼻町259-3 027-350-5520
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 やまかみ薬局 376-0125 群馬県桐生市新里町山上690-10 0277-30-6233
8:30-18:30（月、火、水、金）
8:30-12:00（木）
8:30-13:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 快生堂薬局 376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々504-4 0277-73-1193
9:00-18：00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 かさかけ薬局 379-2313 群馬県みどり市笠懸町鹿1846-3 0277-40-5355
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み
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群馬県 共創未来 にいさと薬局 376-0125 群馬県桐生市新里町山上字天笠東571-1 0277-20-2131
9:00-18:30（月、火、木、金）
 9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 七日市薬局 370-2343 群馬県富岡市七日市字本田448番1 0274-70-2500
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-12:30（木）
9:00-13:30（土）　※日、祝 休み

群馬県 共創未来 大利根薬局 371-0825 群馬県前橋市大利根町1-33-6 027-210-5222
9:00-19:00（月、火、水、金）
9:00-17:00（土）※木、日、祝 休み

群馬県 共創未来 ながね薬局 370-2127 群馬県高崎市吉井町長根2137-3 027-320-3100
8:30-18:00（月、火、水、金）
 8:30-13:00（木、土）
※日、祝 休み

群馬県 共創未来 朝倉薬局 371-0811 群馬県前橋市朝倉町514番5 027-289-9116

9:00-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み
※24時間開局する日あり（詳細は店舗までお
問合せください）

群馬県 共創未来 もとぎ薬局 371-0232 群馬県前橋市茂木町5-4 027-289-4325
9:00-18:30（月・火・木・金・土）
※水、日、祝 休み

埼玉県 共創未来 春日部薬局 344-0067 埼玉県春日部市中央6-1-16 第一KNビル1階 048-737-9395
8:45-17:30（月、火、水、木、金）
8:45‐10:45（土）
※日、祝 休み

埼玉県 みどり薬局 越谷店 343-0023 埼玉県越谷市東越谷9-1-3 048-962-6660
9:00-15:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

埼玉県 共創未来 大袋薬局 343-0032 埼玉県越谷市袋山1557-26 コーポ並木104 048-979-3061
9:30-17:30（月、火、水、木）
9:00-16:00（土）
※金、日、祝 休み

埼玉県 共創未来 一の割薬局 344-0032 埼玉県春日部市備後東2-1-56 048-737-5352
9:00-17:30（月、火、水、木、金）
9:00-12:30（土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 川越薬局 350-1124 埼玉県川越市新宿町1丁目1番地13 大谷ビル1階 049-291-2101

9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-17:00（土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 さいたま薬局 336-0911 埼玉県さいたま市緑区三室2459 048-810-5671
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

埼玉県 共創未来 上里薬局 369-0306 埼玉県児玉郡上里町七本木5572 0495-35-3960
9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-12:30（木）
9:00-17:30（土）　※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 浦和薬局 330-0044 埼玉県さいたま市浦和区瀬ヶ崎3-16-2 048-887-2302
9:00-19:00（月、火、木、金）
9:00-17:00（水、土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 狭山ヶ丘薬局 359-1106 埼玉県所沢市東狭山ケ丘5-2739-6 04-2920-0877

9:00-17:00（月、火、水、木、金）
 9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 富永薬局 365-0038 埼玉県鴻巣市本町3-10-34 第2さくらいビル2階 048-544-2100
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-15:00（土）
※木、日、祝 休み

埼玉県 共創未来 東鴻巣薬局 365-0034 埼玉県鴻巣市上生出塚清水769 048-544-0007
9:00-13:30、15:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-13:00（土）
※木、日、祝 休み

埼玉県 共創未来 霞ヶ関薬局 350-1103 埼玉県川越市霞ケ関東1-4-19-2 049-239-6021
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 北本薬局 364-0005 埼玉県北本市本宿7-78-10 048-590-5775
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み
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埼玉県 共創未来 本庄薬局 367-0023 埼玉県本庄市寿2-6-28 0495-27-6172
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 七里薬局 337-0016 埼玉県さいたま市見沼区東門前26-3 048-797-8201

9:00-17:00（月）、9:00-18:00（火、木）
9:00-19:00（水）、9:00‐18:30（金）、9:00-12:00
（土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 桶川薬局 363-0008 埼玉県桶川市坂田1736-3 048-777-3008
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-17:30（土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 レイクタウン薬局 343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン6丁目1-8 048-972-5121

8:15-18:30（月、火、水、木、金）
9:30-14:00（土）
※日、祝 休み

埼玉県 共創未来 ふじみ野薬局 356-0057 埼玉県ふじみ野市市沢1-10-7 049-293-3277
10:00-18:00（月、木、金、土）
10:00-13:00（火）
※水、日、祝 休み

埼玉県 共創未来 岩槻薬局 339-0012 埼玉県さいたま市岩槻区増長369-3 048-720-8860
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

千葉県 共創未来 習志野薬局 275-0011 千葉県習志野市大久保3-2-9 047-471-2031
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み

千葉県 共創未来 市川薬局 272-0824 千葉県市川市菅野4-17-14 タカラビル1階 047-320-0005
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
 9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

千葉県 共創未来 野田薬局 278-0022 千葉県野田市山崎2702-8 04-7124-2144
9:00-17:30（月、火、土）
 9:00-18:30（水、金）
※木、日、祝 休み

千葉県 共創未来 貝塚薬局 278-0023 千葉県野田市山崎貝塚町10-25 04-7123-1658
8:30-17:00（月、火、木、金）
8:30-12:00（水、土）
※日、祝 休み

千葉県 共創未来 瀬戸薬局 278-0012 千葉県野田市瀬戸上灰毛字下側80-7 04-7138-8811
8:30-18:00（月、火、水、金）
 8:30-17:00（土）
※木、日、祝 休み

千葉県 共創未来 新松戸薬局 270-0034 千葉県松戸市新松戸1-411 047-348-2237
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

千葉県 共創未来 国府台薬局 272-0827 千葉県市川市国府台2-8-23 047-375-7770
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-19:00（木）
※土、日、祝 休み

千葉県 共創未来 成東薬局 289-1326 千葉県山武市成東165-1 0475-80-2633
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

千葉県 共創未来 津田沼薬局 274-0824 千葉県船橋市前原東1丁目13番5号 047-407-0516
9:00-17:00（月、木）　9:00-18:00（火、水、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み

千葉県 共創未来 あやめ薬局 260-0022 千葉県千葉市中央区神明町2-2 043-239-9480
9:00-18:00 （月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

千葉県 共創未来 茂原薬局 297-0033 千葉県茂原市大芝599-1 0475-36-2251
9:30-18:00（月、火、木、金 ）
9:30-13:00（水、土）※第1、3水曜日は17:00
※ 日、祝 休み

千葉県 共創未来 流山薬局 270-0128 千葉県流山市おおたかの森西1-3-1 おおたかプラザビル102号 04-7199-9511
8:30-18:00（月、火、木、金）
8:30-13:00（水）、8:30-15:00（土）
※日、祝 休み

東京都 メディカル薬局 美住町店 189-0023 東京都東村山市美住町1-20-1 042-390-6288
9:00-12:30、13:30-15:00（月、木）
9:00-12:30、13:30-18:00（火、水、金、土）
※日、祝 休み
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東京都 共創未来 東大和薬局 207-0014 東京都東大和市南街1-13-6 042-590-7781
9:00-18：00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 左門町薬局 160-0017 東京都新宿区左門町20 四谷メディカルビル1階 03-5368-1522

9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-18:00（木）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 大山薬局 173-0033 東京都板橋区大山西町3-9 03-5965-6203
9:00-17:30（月、火、水、金）
9:00-17:00（木）、9:00-13:30（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 立川薬局 190-0012 東京都立川市曙町2-12-2 ビックカメラ立川店1階 042-548-1330 10:00-14:00、15:00-21:00（年中無休）

東京都 共創未来 新宿西口薬局 160-0023 東京都新宿区西新宿1-5-1 ビックカメラ新宿西口店3階 03-5909-7270
10:00-20:30（月、火、水、木、金、土）
10:00-20:00（日、祝）
※年中無休

東京都 共創未来 町田木曽薬局 194-0036 東京都町田市木曽東3-2-5 0427-21-5120
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:00（土）
※木、日、祝 休み

東京都 共創未来 赤羽薬局 115-0045 東京都北区赤羽1-40-2 大同コーポ赤羽104号室 03-3598-9755
9:30-20：00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 高島平薬局 175-0082 東京都板橋区高島平2-22-8 高島平セレナビル1階 03-5398-6321
9:00-18:30（月、火、水、木、金）
9:00-16:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 中落合薬局 161-0032 東京都新宿区中落合2-4-28 中西屋ビル 03-3954-8088
9:00-18:00（月、火、木、金）、 9:00-19:00（水）
9:00-16:00（土 第1,2,4,5）
※第3土、日、祝 休み

東京都 共創未来 唐木田駅前薬局 206-0035 東京都多摩市唐木田1-53-9 唐木田センタービル1階 042-337-8689
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-16:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 相生薬局 174-0044 東京都板橋区相生町2 03-5921-2880
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-16:00（第1、3土）
9:00-13:00（第2、4、5土）　※日、祝、 休み

東京都 共創未来 小平薬局 187-0032 東京都小平市小川町1-972-7 042-349-2700
8:30-18:30 ( 月、水、木、金 )
8:30-12:30(土)
※火、日、祝 休み

東京都 共創未来 八坂薬局 189-0013 東京都東村山市栄町3-18-22 042-393-1882
9:00-18:00 （月、火、水、木、金）
9:00-14:00 （土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 町田薬局 194-0036 東京都町田市木曽東4-20-1 042-792-5601
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 幸町薬局 173-0034 東京都板橋区幸町40-7 03-3530-8667

8:30-13:00、14:00-18:00（火、水、金）
8:30-13:00、14:00-17:30（木）
8:30-13:00、14:00-16:00（土）※月、日、祝 休
み

東京都 共創未来 板橋薬局 173-0004 東京都板橋区板橋4-47-12 03-5943-7380
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

東京都 共創未来 中井駅前薬局 161-0034 東京都新宿区上落合2-18-9 03-6279-2301
9:00-17:00（月）
9:00-20:00（火、水、木、金、土）
12:00-17:00（日）　※祝 休み

東京都 共創未来 石神井薬局 177-0041 東京都練馬区石神井町4-3-16 03-5393-0505
9:30-18:00（月、水、木、金、土）
12:30-19:30（火）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 練馬大泉町薬局 178-0062 東京都練馬区大泉町2-21-9 03-3978-2266
9:00-17:30（月、火、水、木、金）
9:30-12:00（土）
※日、祝 休み
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東京都 共創未来 甲州街道駅前薬局 191-0012 東京都日野市日野1027-1 ミヤビビル1階 042-843-3901
9:00-13:30、14:30-19:00（ 月、火、水、木、金 ）
9:00-13:00 （ 土 ）
※ 日、祝日休み

東京都 共創未来 本駒込薬局 113-0021 東京都文京区本駒込3-17-1 駒込ビル1階 03-3823-6111
9:00-17:30（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 築地４丁目薬局 104-0045 東京都中央区築地4-3-11 うねめビル1階 03-3543-9455
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

東京都 共創未来 旗の台薬局 142-0054 東京都品川区西中延二丁目15番1号 AXAS旗の台101号室 03-5749-1681
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 西糀谷薬局 144-0034 東京都大田区西糀谷1-13-14 03-5735-5955
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）※日、祝 休み

東京都 共創未来 弦巻薬局 154-0016 東京都世田谷区弦巻4-20-19 03-6413-5934
9:00-18:00 （月、火、水、金、土）
9:00-17:00（木） ※日、祝 休み

東京都 共創未来 粕谷薬局 157-0063 東京都世田谷区粕谷4-19-8 パレスハイツ千歳烏山107号 03-3305-2338
9:00-13:30、14:30-18:00 (月、火、木、金)
 9:00-12:00 (土)
 ※水、日、祝 休み

東京都 共創未来 馬込薬局 143-0022 東京都大田区東馬込1-19-3 コーポ白樺1階 03-6429-9366
9:00-13:30、14:30-18:45(月、火、水、金）
9:00-13:30（土）
※木、日、祝 休み

東京都 共創未来 築地場外市場薬局 104-0045 東京都中央区築地6-26-3 DO築地ビル1階 03-3524-9040
9:30-18:00（月、火、水、木、金）
9:30-13:00（第1,3,5 土）
※土（第２,４）、日、祝 休み

東京都 共創未来 経堂駅前薬局 156-0052 東京都世田谷区経堂1-12-12 03-3420-7217
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-16:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 南蒲田薬局 144-0035 東京都大田区南蒲田2-19-4 03-6715-7088
8:30-13:30、14:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

東京都 共創未来 大森薬局 143-0015 東京都大田区大森西5-21-21 03-5767-2160
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-14:00（土 第1,2,4,5）
※第3土、日、祝 休み

東京都 共創未来 和田薬局 166-0012 東京都杉並区和田1-12-13 03-3380-5452
9:00-18:00 （月、火、水、木、金）
9:00-13:00 （土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 大井5丁目薬局 140-0014 東京都品川区大井5-7-1 03-3776-8214

9:00-18:00（月、水、金）
9:00-17:30（火、木）、9:00-12:30（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 下馬薬局 154-0002 東京都世田谷区下馬3-21-11 03-3410-2557
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-15:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 三軒茶屋薬局 154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋1-13-7 三茶JOYビル1階 03-5787-5735
9:00-13:30、14:30-18:30（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

東京都 薬局世田谷ファーマシー 155-0032 東京都世田谷区代沢4-37-3 03-3422-8442
9:00-13:00、15:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-13:00（土）
※木、日、祝 休み

東京都 共創未来 太平薬局 130-0012 東京都墨田区太平3-19-7 03-3621-0873
9:00-17:30（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 足立薬局 121-0061 東京都足立区花畑4-32-9 03-5851-7692
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み
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東京都 共創未来 墨東薬局 130-0022 東京都墨田区江東橋4-22-8 03-5600-3787
9:00-18:00 （月、火、水、木、金）
9:00-13:00 （土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 北砂５丁目薬局 136-0073 東京都江東区北砂5-20-8 1階A 03-6666-1821
9:00-18:30 (月、火、水、金)
 9:00-13:00 (土)
※木、日、祝 休み

東京都 共創未来 両国薬局 130-0026 東京都墨田区両国4-32-11 永信両国ハイツ第一101号室 03-3846-0767
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

東京都 共創未来 両国駅前薬局 130-0026 東京都墨田区両国4-37-4 大場ビル1階 03-3632-3400
9:00-19:00（月、火、水、金）
9:00-15:30（土）
※木、日、祝 休み

東京都 共創未来 東向島薬局 131-0032 東京都墨田区東向島2-39-10 ナンカイパート1 102 03-6657-0215
8:30-13:30、14:30-18:30（ 月、火、水、金）
8:30-14:00（土）
※ 木、日、祝 休み

神奈川県 共創未来 相模原薬局 252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原7-6-6 042-730-5445
9:00-19:00（月、火、水、金）
9:00-17:00（土）、9:00-13:00（日）
※木、祝 休み

神奈川県 共創未来 溝の口薬局 213-0011 神奈川県川崎市高津区久本3-14-1 ザ･タワーアンドパークス田園都市溝の口1階 044-820-8205
9:00-18:00（月、火、木、金、土）
9:00-17:00（水）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 鴨居薬局 226-0006 神奈川県横浜市緑区白山1-1-3 045-935-0997

9:00-18:30（月、火、金）、9:00-18:00（水）
9:00-17:00（木）、9:00-17:30（土）
日、祝 休み

神奈川県 共創未来 なまむぎ薬局 230-0052 神奈川県横浜市鶴見区生麦1-14-27 045-508-5481
9:00-17:30（月、火、水、木、金）
9:00-12:30（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 横浜薬局 221-0855 神奈川県横浜市神奈川区三ッ沢西町4-15 045-340-0127
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

神奈川県 共創未来 あいかわ薬局 243-0303 神奈川県愛甲郡愛川町中津973-2 046-280-4781
8:30-18:30（月、火、水、金）
8:30-17:30（木）、9:30-13:30（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 馬車道薬局 231-0002 神奈川県横浜市中区海岸通5-25-2-15 045-228-7745
9:00-19:00 （月、火、木、金）
 9:00-13:00（土）
※水、日、祝 休み

神奈川県 共創未来 平沼薬局 220-0023 神奈川県横浜市西区平沼1-2-12 アマックス横浜1F 045-316-5295
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-16:00 （土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 本郷台駅前薬局 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-4-6 045-891-2330
9:00-18:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 長沼薬局 244-0841 神奈川県横浜市栄区長沼町188-1 045-864-6244
9:00-17:30（月、火、木、金）
9:00-12:00（水、土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 本郷台薬局 247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-15-2 045-894-3354

9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-17:00（木）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 上大岡薬局 233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-19-17 045-846-8867
9:00-19:00（月、火、木、金）
9:00-18:00（水）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 能見台薬局 236-0057 神奈川県横浜市金沢区能見台3-16-1 045-773-7220

8:45-19:00（月、火、水、金）
9:00-17:00（木）
8:45-12:30（土）
8:45-12:00（日）
※祝 休み

神奈川県 共創未来 ニュータウン薬局 224-0062 神奈川県横浜市都筑区葛が谷10-10 045-942-2299
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-17:00（木）、9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

11 / 19 ページ



当社における医療用抗原検査キット販売について
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神奈川県 共創未来 川崎小倉薬局 212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉3-28-12 044-587-8951

9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-18:00（木）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 二俣川薬局 241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川2-36-3 045-365-1733
9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-17:00（土）
※木、日、祝 休み

神奈川県 共創未来 川崎薬局 210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町11-22 アオキガーデンパレス101 044-223-3326
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

神奈川県 共創未来 元住吉薬局 211-0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町2-25 044-431-5888
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 片倉薬局 221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉2-1-17 045-548-5351
9:00-19:00（月、火、水、金）
9:00-17:00（木）、9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 西大沼薬局 252-0332 神奈川県相模原市南区西大沼4-8-29 西大沼クリニックモールB 042-711-6705
9:00-18:30( 月、火、水、金 )
9:00-18:00 ( 木 )、9:00-13:00 ( 土 )
※日、祝 休み

神奈川県 さくらんぼ薬局 235-0016 神奈川県横浜市磯子区磯子2-14-10 045-755-2826
9:00-18:30（月、火、水、金  ）
9:00-12:30（土）　※木、日、祝日 休み

神奈川県 横浜薬局 233-0008 神奈川県横浜市港南区最戸1-4-11 045-730-6750
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝　休み

神奈川県 共創未来 上大岡東薬局 233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東2-3-11 045-840-6295
9:30-19:00（月、火、木、金）
9:30-15:00（水、土）
※ 日、祝 休み

神奈川県 共創未来 メデ薬局 233-0007 神奈川県横浜市港南区大久保2-7-18 045-847-5967
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:00（木、土）
※ 日、祝 休み

神奈川県 共創未来 港南最戸薬局 233-0008 神奈川県横浜市港南区最戸1-7-13 045-325-8061
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00~12:00（土）
※水、日、祝 休み

神奈川県 共創未来 横浜最戸薬局 233-0008 神奈川県横浜市港南区最戸1丁目3-9 045-334-7331
9:00-20:00（月、火、水、木、金）
9:00-17:00（土、日、祝）

神奈川県 共創未来 鶴ケ峰駅前薬局 241-0022 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰1-12-3 新川ビル 1階 045-744-5377
9:00-20:00（月、火、水、木、金）
9:00‐13:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 湘南台薬局 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台3-7-12 湘南台ビル101 0466-42-6736
9:00-18:00 （月、火、木、金）
 9:00-17:00（水、土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 大船笠間口薬局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-27-28 STKビル101 0467-42-6838
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-17:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 逸見薬局 238-0046 神奈川県横須賀市西逸見町1-5 046-826-3460
9:00-18:30 （月、火、水、木、金）
9:00-13:00 （土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 大船一丁目薬局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-26-27 0467-43-3550
9:00-19:00（月、火、木、金）
9:00-18:30（水）、9:00-17:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 鎌倉山崎薬局 247-0066 神奈川県鎌倉市山崎1195-1 0467-46-1205
9:00-17:00（月、水、木、金）
9:00-18:00（火）　9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 大船薬局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-14-19 0467-45-8740
8:30-19:00（月、火、水、木、金）
8:30-17:00（土）
※日、祝 休み
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神奈川県 共創未来 大船中央薬局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-21 0467-46-2030
9:00-17:00（月、火、水、木、金）
9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 田園薬局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-10-16 0467-43-2330
9:00-20:00（月、火、水、木、金）
9:00-19:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 仲通薬局 247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-11 0467-40-2042
9:00-19:00 （月、火、水、金）
9:00-17:00（木）、9:00-13:30（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 玉縄薬局 247-0071 神奈川県鎌倉市玉縄1-1-29 0467-48-6652
9:00-18:30（月、水、金）
9:00-12:30（火、木、土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 片瀬薬局 251-0032 神奈川県藤沢市片瀬3-1-39 0466-27-7405
9:00-19:00 （月、火、水、金）
 9:00-17:00 （木、土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 犬坊ひまわり薬局 259-1216 神奈川県平塚市入野139-1 0463-35-5539
8:30-17:30（月、火、水、金）
8:30-12:30（土）
※木、日 祝休み

神奈川県 共創未来 鎌倉大船モール薬局 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本1188-1 0467-42-6371
9:30-19:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 横須賀薬局 238-0008 神奈川県横須賀市大滝町2-4-5 046-824-7412
9:00-19:00（月、火、木、金、土）
9:00-17:00（水）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 藤沢駅前薬局 251-0023 神奈川県藤沢市鵠沼花沢町1-15 0466-29-9611
9:30-18:00（月、火、水、木、金）
9:30-12:30（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 鎌倉小町薬局 248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-6-5 小町第2ビル 0467-61-0420
9:00-19:00（月、火、木）
9:00-18:00（水、金）、9:00-15:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 湘南岡本薬局 247-0072 神奈川県鎌倉市岡本1343-5 0467-55-9851
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 由比ヶ浜薬局 248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-6-20 第二田中ビル1F 101 0467-38-8651

9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み

神奈川県 共創未来 長柄薬局 240-0113 神奈川県三浦郡葉山町長柄854-1 046-884-9651
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 吉田北薬局 959-0242 新潟県燕市吉田大保町28-33 0256-91-0028
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 小出薬局 946-0011 新潟県魚沼市小出島1252-1 025-792-6145
8:50-18:00（月、火、木、金）
8:50-13:00（水、第1・2・4土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 ほりのうち薬局 949-7413 新潟県魚沼市堀之内4296-10 025-794-5840
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 六日町薬局 949-6680 新潟県南魚沼市六日町2648-1 025-773-2661
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 糸魚川薬局 941-0006 新潟県糸魚川市竹ケ花527-1番地 0255-50-6620
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 上越大手町薬局 943-0838 新潟県上越市大手町6番3号 025-527-2878
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-12:30（木、土）
 ※日、祝 休み
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新潟県 共創未来 燕薬局 959-1228 新潟県燕市佐渡185-1 0256-66-1050
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 さかえ薬局 959-1153 新潟県三条市新堀1305-5 0256-45-7488
8:30-18:00（月、火、水、金）
 8:30-12:30（木）
8:30-13:00（土）　※日、祝 休み

新潟県 共創未来 加茂薬局 959-1326 新潟県加茂市青海町2丁目11番8号 0256-53-3855
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 柏崎薬局 945-0035 新潟県柏崎市北半田2丁目13番8号 0257-20-7610
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
日、祝 休み

新潟県 共創未来 北半田薬局 945-0035 新潟県柏崎市北半田2丁目7番24号 0257-32-6008
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 柳田町薬局 945-0025 新潟県柏崎市柳田町7番36号 0257-28-7227
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 はまなす薬局 949-3216 新潟県上越市柿崎区柿崎6411-1 025-536-6683
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 妙高薬局 949-2106 新潟県妙高市大字田口144 0255-70-2530
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 柳町薬局 959-1386 新潟県加茂市柳町2-5-8 0256-57-7035
9:00-18:15（月、火、水、金）
9:00-12:15（木、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 番田薬局 959-1314 新潟県加茂市番田1467 0256-53-3834
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:40（木、土 第1・2・4・5）
※土( 第3 )、日、祝 休み

新潟県 共創未来 吉田南薬局 959-0242 新潟県燕市吉田大保町28-15 0256-78-8551
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 とよば薬局 943-0146 新潟県上越市とよば4番地 025-520-8560
9:00-18:15（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 舞子薬局 949-6418 新潟県南魚沼市仙石1-17 025-788-0440
8:30-18:10（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土2、4）　8:30-10:30（土1、3、5）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 浦佐薬局 949-7302 新潟県南魚沼市浦佐4069-3 025-775-7136
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-13:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 村上中央薬局 958-0866 新潟県村上市村上3497番地3 0254-50-0300
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 坂町健康薬局 959-3107 新潟県村上市下鍜冶屋575-9 0254-62-0550
8:30-13:00、14:00-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 新発田中央薬局 957-0054 新潟県新発田市本町1丁目16番7号 0254-26-7766
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 豊栄中央薬局 950-3327 新潟県新潟市北区石動1丁目16番地5 025-387-8072
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
9:00-11:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 山のうえ薬局 950-3126 新潟県新潟市北区松浜1-1-11 025-278-2010
9:00-18:30（月、火、水、金）
 9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み
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新潟県 共創未来 三日市薬局 959-2453 新潟県新発田市三日市605-4 0254-20-2366
8:30-12:30、14:00-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 大場沢薬局 958-0253 新潟県村上市大場沢字三改新田3770番3 0254-62-7530
8:45-12:45、14:00-18:00（火、水、木、金、土）
※月、日、祝 休み

新潟県 共創未来 笹口薬局 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口3-22 025-374-0066
9:00-18:30（月、火、木、金）
9:00-18:00（水）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

新潟県 共創未来 新発田薬局 957-0054 新潟県新発田市本町1-16-8 0254-28-6150
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
8:00-12:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 おくやま薬局 957-0063 新潟県新発田市新栄町1-6-16 0254-21-2140
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-17:30（木）　9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 新栄薬局 957-0063 新潟県新発田市新栄町1-2-22 0254-21-1593
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-12:30（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 新富町薬局 957-0017 新潟県新発田市新富町1-1-4 0254-22-8783

8:30-17:30（月、火、木、金）
8:30-12:30（水,、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 はなみずき薬局 950-0893 新潟県新潟市東区はなみずき2丁目4-19 025-270-6262
8:30-18:30（月、火、木、金）
8:30-12:30（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 くずつか薬局 950-3327 新潟県新潟市北区石動1-16-7 025-384-7065
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-11:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 臨港薬局 950-0051 新潟県新潟市東区桃山町2-126-6 025-279-5536
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
 8:30-12:30（土）　※日、祝 休み

新潟県 共創未来 木戸西薬局 950-0862 新潟県新潟市東区竹尾4-12-12 025-275-3322
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-17:00（木）
9:00-13:00（土）　※日、祝 休み

新潟県 共創未来 木戸南薬局 950-0862 新潟県新潟市東区竹尾4-14-3 025-250-6120
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-16:00（木）　9:00-13:00（第2･4 土）
※土（第1.3.5）、日、祝 休み

新潟県 共創未来 新潟北薬局 950-3321 新潟県新潟市北区葛塚3188番地1 025-282-7555
9:00-13:30、15:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-12:30（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 わかさ薬局 950-0911 新潟県新潟市中央区笹口3-16-16 025-385-6581
8:30-18:15（月、火、木、金）
8:30-13:30（土）
※水、日、祝日 休み

新潟県 共創未来 新潟薬局 951-8131 新潟県新潟市中央区白山浦2丁目646番107 025-201-1035
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 鐘木薬局 950-1141 新潟県新潟市江南区鐘木636-8 025-288-0611
8:30-18:00（月、火、木、金）
 8:30-12:00（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 能登薬局 950-1209 新潟県新潟市南区親和町7-19 025-371-0537
8:30-18:00（月、火、木、金）
8:30-13:00（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 有明薬局 950-2072 新潟県新潟市西区松美台3-18 025-210-4664
8:30‐17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 川岸町薬局 951-8133 新潟県新潟市中央区川岸町2-11-14 025-378-8030
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み
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新潟県 全快堂薬局 青山店 950-2004 新潟県新潟市西区平島1-6-6 025-231-1677
9:00-18:15（月、火、木、金）
9:00-12:45（水、土）
※第2土、日、祝 休み

新潟県 全快堂薬局 寺尾店 950-2055 新潟県新潟市西区寺尾上6-5-14 025-269-2152

9:00-18:00（月、火、木、金）
14:00-18:00（水）
9:00-12:30（土）
　※日、祝、年末年始（12/30-1/3）お盆
（8/13-15） 休み

新潟県 共創未来 五泉薬局 959-1836 新潟県五泉市南本町1-5-2 0250-43-7901
8:30-18:00（月、火、水、金）
8:30-12:30（土）
※木、日、祝 休み

新潟県 共創未来 けやき薬局 956-0864 新潟県新潟市秋葉区新津本町1-3-40 0250-21-1357
8:30-18:00（月、火、水、金）
 8:30-12:30（木、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 みその薬局 950-2002 新潟県新潟市西区青山7-12-18 025-234-2615
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
8:30-10:30（土）　※日、祝 休み

新潟県 共創未来 とやの薬局 950-0951 新潟県新潟市中央区鳥屋野字中沼449-1 025-282-3336
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

新潟県 共創未来 小針薬局 950-2022 新潟県新潟市西区小針6-33-18 025-233-1635
9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 市民薬局 950-1151 新潟県新潟市中央区湖南27-1 025-284-1700
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 寺地薬局 950-1104 新潟県新潟市西区寺地498-2 025-234-1266
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-12:30（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 新津薬局 956-0025 新潟県新潟市秋葉区古田3-4-16 0250-22-2778

8:00-18:00（月、火、木、金）
8:00-16:00（水）
8:00-12:00（土）
　※日、祝 休み

新潟県 共創未来 小須戸薬局 956-0101 新潟県新潟市秋葉区小須戸107-3 0250-38-4077
8:30-18:15（月、火、木、金）
8:30-12:30（水、土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 黒埼薬局 950-1115 新潟県新潟市西区鳥原186-3 025-377-7502
8:30-18:30（月、水、金）
8:30-17:00（火）
8:30-12:30（木、土）　※日、祝 休み

新潟県 共創未来 上所薬局 950-0992 新潟県新潟市中央区上所上2-13-7 025-285-5320
9:00-18:00（月、火、木、金、日）
8:30-16:30（水）
9:00-13:00（土）　※祝、第5日曜日　休み

新潟県 共創未来 湖南薬局 950-1151 新潟県新潟市中央区湖南27-2 025-281-2500
9:00-19:00（月、火、水、金）
9:00-18:00（木）　9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

新潟県 共創未来 ぼたん薬局 959-1825 新潟県五泉市太田2-6-44 0250-25-7805
8:45-18:15（月、火、木、金）
8:45-12:45（土）
※水、日、祝 休み

富山県 共創未来 太郎丸薬局 939-8271 富山県富山市太郎丸西町2-8-10 タウンハウス88 076-481-6583
9:00-13:00、14:00-18:00（月、水、木、金）
9:00-13:00、14:00-20:00（火）　9:00-14:00（土）
※日、祝 休み

富山県 共創未来 本江薬局 937-0805 富山県魚津市本江1623-2 0765-32-4004
9:00-18:00（月、火、水、金）
 9:00-12:30（木、土）
 ※日、祝 休み

富山県 共創未来 高田薬局 930-0866 富山県富山市高田63-1 076-461-6036

8:30-19:00（月、火、水、木、金）
8:30-17:00（土）
8:30-12:30（日、祝）
※年中無休

富山県 共創未来 太田口薬局 939-8085 富山県富山市中野新町1丁目1番12号 076-461-4283
8:30-18:00（月、火、水、金）、8:30-15:00（木）
8:30-12-30（土）　※日、祝 休み
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富山県 共創未来 堀川薬局 939-8081 富山県富山市堀川小泉町1-5-4 076-461-4854
9:00-12:30　14:00-18:30（月、火、木、金）
9:00-13:00（水、土）
※日、祝 休み

富山県 共創未来 荒川薬局 930-0982 富山県富山市荒川5丁目5-1 076-495-8456
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み

富山県 共創未来 東三日市薬局 938-0031 富山県黒部市三日市3470 0765-32-5993
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:30（木、土）
※日、祝 休み

富山県 共創未来 安野屋薬局 930-0087 富山県富山市安野屋町2-2-20 076-482-4753
8:30-18:00（月、火、水、金）
8:30-12:30（木、土）
※日、祝 休み

富山県 共創未来 黒部薬局 938-0031 富山県黒部市三日市1076-1 0765-32-5930
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

富山県 共創未来 新牧野薬局 938-0037 富山県黒部市新牧野227番地1 0765-32-5205
8:30-18:00（月、火、水、金）
8:30-12:00（木、土） ※日、祝日 休み

石川県 共創未来 松村薬局 920-0348 石川県金沢市松村4-416-1 076-254-0341
8:45-18:30（月、火、水、金）
8:45-17:30（土）　※木、日、祝 休み

石川県 共創未来 藤江北薬局 920-0345 石川県金沢市藤江北1-434 076-256-0484
8:45-18:15（月、火、水、金）
8:45-17:45（木）　8:45-16:15（土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 今立薬局 915-0242 福井県越前市粟田部町34-6-1 0778-43-8790
9:00-18:00（月、火、木、金）
9:00-12:30（水、土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 水落薬局 916-0022 福井県鯖江市水落町2-28-1 0778-25-0360
9:00-13:00、14:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）　※日、祝 休み

福井県 共創未来 下六条薬局 918-8135 福井県福井市下六条町214 0776-41-8581

8:30-18:30（月、火、水、木、金）
8:30-13:00（土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 丹南薬局 916-0021 福井県鯖江市三六町1-1-27 0778-51-9525
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-14:00（土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 中藤薬局 910-0837 福井県福井市高柳3丁目3205番地 0776-63-5691
9:00-18:30（月、火、木、金）
8:30-16:30（水） 9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 織田薬局 916-0215 福井県丹生郡越前町織田102-48 0778-36-2300
9:00-18:00（月、火、水、金）
8:30-12:30（木、土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 新田塚薬局 910-0064 福井県福井市新田塚町721 0776-97-9081
8:00-18:00（月、火、木、金）
8:00-16:00（水）　8:00-12:30（土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 二の宮薬局 910-0015 福井県福井市二の宮4-8-24 0776-43-9401
9:00-18:30（月、火、水、金）
9:00-13:00（土）
※木、日、祝 休み

福井県 共創未来 小浜駅前薬局 917-0077 福井県小浜市駅前町6番36号 0770-64-5592
8:30-19:00（月、火、水、金）
8:30-12:30（木、土）
※日、祝 休み

福井県 共創未来 越前町薬局 916-0147 福井県丹生郡越前町内郡10-34 0778-42-8560
9:00-18:30（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み

山梨県 共創未来 富士吉田薬局 403-0005 山梨県富士吉田市上吉田2-5-1 0555-21-2202
9:00-18:45（月、火、水、木、金、土、日）
※年中無休
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山梨県 共創未来 上野原薬局 409-0112 山梨県上野原市上野原3648-4 0554-62-6240
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
8:30-13:00（土）
※日、祝 休み

山梨県 共創未来 甲府薬局 400-0832 山梨県甲府市増坪町531-3 055-242-0013
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

山梨県 共創未来 中島薬局 400-0221 山梨県南アルプス市在家塚1200 055-284-6202
8:00-18:00（月、火、水、木、金）
8:00-12:00（土）
※日、祝 休み

山梨県 共創未来 甲西薬局 400-0405 山梨県南アルプス市下宮地6-2 055-282-7501
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み

山梨県 共創未来 富士山薬局 403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東三丁目4番1号 0555-21-1060
9:00-18:30（月、火、水、木、金、土、日）
※年中無休

山梨県 共創未来 西下条薬局 400-0054 山梨県甲府市西下条町17 055-298-4527
8:30-17:30（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

山梨県 共創未来 若尾薬局 407-0037 山梨県韮崎市大草町若尾1324-1 0551-23-5666
9:00-18:00（月、火、水、金、土）
※木、日、祝 休み
※第5土曜日のみ9:00-12:00

山梨県 共創未来 甲府中央薬局 400-0862 山梨県甲府市朝気1丁目93番2 055-269-6805
9:00-18:30 （月、火、水、木、金、土、日）
※年中無休

長野県 共創未来 駒ヶ根薬局 399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂1362-4 0265-82-1185
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-12:00（土）
※日、祝 休み

長野県 共創未来 上牧薬局 396-0006 長野県伊那市上牧6336-5 0265-98-6983
9:00-12:45、14:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:00（木）
9:00-12:30、13:30-16:00（土）　※日、祝 休み

長野県 共創未来 クローバー薬局 392-0015 長野県諏訪市中洲5680-1 0266-78-6126
9:00-18:30 （月、火、水、木）
9:00-12:30 （金、土）
※日、祝 休み

静岡県 共創未来 春の木薬局 410-0302 静岡県沼津市東椎路字春ノ木531-5 055-927-2235
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

静岡県 共創未来 伊豆多賀薬局 413-0101 静岡県熱海市上多賀字小山田189-9 0557-87-1212
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-12:00（木、土）　※日、祝 休み

滋賀県 共創未来 大津真野薬局 520-0232 滋賀県大津市真野5-1-30 077-572-1251
9:00-20:00（月、火、水、木、金）
9:00-15:00（土）
※日、祝 休み

滋賀県 共創未来 雄琴薬局 520-0101 滋賀県大津市雄琴6-12-11 077-577-3980
9:00-13:00,14:00-17:30（月、火、水）	
9:00-13:00,14:00-17:00（木、金）
9:00-13:00（土）※日、祝 休み

滋賀県 共創未来 高島薬局 520-1823 滋賀県高島市マキノ町中庄473-91 0740-27-8112
9:00-20:00（月、火、水、木、金）
9:00-15:00（土）
※日、祝 休み

京都府 あさひ薬局 西京店 615-8236 京都府京都市西京区山田大吉見町1-5 075-382-2411
9:00-20:00（月、火、水、木、金）
9:00-17:00（土）
11:00-17:00（祝）　※日 休み

大阪府 共創未来 岸和田薬局 596-0042 大阪府岸和田市加守町2-7-30 ハートハイツおおぎり1階 072-438-6644
8:00-20:00（月、火、水、木、金、土）
※日、祝 休み

大阪府 共創未来 近木薬局 597-0001 大阪府貝塚市近木町21-6 072-430-5491

9:00-20:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木、土）
※日、祝 休み
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大阪府 共創未来 福島薬局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野2-9-17 KHKコート西野田1階 06-6444-2277
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-15:00（土）
※日、祝 休み

大阪府 共創未来 阪神薬局 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野3-15-16 ロジュマン松原1階 06-6469-8121
9:00-19:00（月、火、水、木、金）
9:00-17:00（土）
※日、祝 休み

大阪府 共創未来 泉大津薬局 595-0027 大阪府泉大津市下条町12-12 0725-20-5691
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

大阪府 共創未来 鶴見橋薬局 557-0031 大阪府大阪市西成区鶴見橋1-6-10 06-4396-5426
8:30-18:00（月、火、水、木、金）
8:30-13:00（土）
※日、祝 休み

鳥取県 共創未来 倉吉宮川薬局 682-0881 鳥取県倉吉市宮川町131-7 0858-22-8899
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-11:00（土）
※日、祝 休み

鳥取県 共創未来 ホスピタウン薬局 683-0852 鳥取県米子市河崎574-1 0859-29-8093
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

鳥取県 共創未来 米子中町薬局 683-0822 鳥取県米子市中町83 0859-35-4761
9:00-18:30（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

広島県 アカシア薬局 東城店 729-5121 広島県庄原市東城町川東147-18 08477-3-0010
9:00-18:00（月、火、水、金）
9:00-13:00（木）
※土、日、祝 休み

広島県 共創未来 府中薬局 726-0002 広島県府中市鵜飼町555-12 0847-40-0214
8:30-19:00（月、火、水、木、金）
※土、日、祝 休み

沖縄県 共創未来 安里薬局 902-0067 沖縄県那覇市安里1-7-6 玉井飼料ビル1階 098-860-5600
9:00-18:00（月、火、水、木、金）
9:00-13:00（土）
※日、祝 休み

沖縄県 共創未来 天久薬局 900-0005 沖縄県那覇市天久910 098-860-7881
9:00-19:00（月、火、水、木、金、祝）
9:00-14:00（土）
※日 休み

19 / 19 ページ


